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従業員
従業員・ご家族にフジシールグループは
これからも成長していく会社として
誇りを持って働いてもらうため

安全・安心な労働環境、
ダイバーシティ、人財育成
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グループサステナビリティ方針

フジシールグループ（以下FSG）は、「包んで＜価値＞を日々新たなこころで＜創造＞します。」を経営理念に掲げ、すべてのステークホ
ルダーとともにパッケージングを通じESG課題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献します。

サステナビリティの取り組みのなかでマテリアリティを特定しています。全てのマテリアリティは社会への影響力が大きいものであるとともに、
一つひとつがFSGのビジョン「人と環境にやさしい価値を届ける」に直結し、持続可能な社会の実現に貢献します。

●

FSGは社会にとってエッセンシャルな役割を担っており平時・有事にかかわらず供給責任を果たします。従業員に対して健康的で安全な職場環
境の整備を行います。お客様、取引先とは、公平・公正を基本とし相互の信頼関係と研鑽により、責任ある生産消費形態の確保に努めます。すべて
のステークホルダーとのオープンかつ積極的な対話に取り組みます。

●

制定 2021年11月9日

お客様
品質・コスト・納期 ［+持続可能性の要件］

ビジネスを継続するためには、今までのQCDに加え、
新しい基準を満たす必要があるため

CDP/EcoVadis

社会・消費者
環境はもちろんのこと、ESG全般にわたって取り組み
グローバルNo.1パッケージングカンパニーとしての

社会的責任を果たすため

リサイクル推進、
グループ人権方針・グループ税務方針制定

パートナー
ESGに関する取り組み状況を理解し、

課題が課題がある場合は
課題の解決に取り組むため

グループサプライヤー行動方針制定、
サステナブル調達アンケート実施

株主

FTSE/MSCI外部評価向上

フジシールグループの過去から現在
そして未来への姿を知っていただき、

中長期での株価上昇の期待を持ってもらうため
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グループ購買基本方針

フジシールグループ（以下FSG）は、「包んで＜価値＞を日々新たなこころで＜創造＞します。」を経営理念に掲げ、「FSG倫理綱領　 」に
おいて、事業活動を行う各国・地域のあらゆる適用法令、規則を遵守し、誠実かつ倫理的に事業活動を行うこと（コンプライアンス）を
基本方針としています。この方針を具体的に実践する経営活動の一環として、本方針を定めています。

FSGは、取引先、製造協力先その他請負事業者の皆様に対し、「取引先の皆様へのお願い」の趣旨をご理解・ご賛同いただき、
FSGとともに遵守することをお願いしています。

※本方針はFSGが調達する全ての原材料を対象とします。
※本方針は、法令その他社会的要請の変化を受けて、定期的に見直します。

第1条（法令・社会規範の遵守）

第2条（購買選定の基準）

第3条（環境への配慮）

第４条（社会への配慮）

第5条（社会とのコミュニケーション）

コーポレートガバナンス基本方針 URL https://www.fujiseal.com/jp/csr/pdf/gabanansu.pdf

グループ購買基本方針 URL https://www.fujiseal.com/jp/csr/pdf/procurement.pdf

https://www.fujiseal.com/jp/about/standard.html
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フジシールグループのサステナブル調達

フジシールグループ（以下FSG）は、「持続可能な社会の実現に貢献する会社」であり続けるため、「FSG 倫理綱領」に基づいて事業活動
を行う上で、取引先の皆様へのお願い（グループサプライヤー行動方針）　 を設け、取引先の皆様には本方針の趣旨をご理解・ご賛同
と遵守をお願いしています。そして、FSG は公平・公正を基本とし相互の信頼関係と研鑽により責任ある生産形態を果たし、取引先の
皆様とともにワクワクを創造します。

誠実な企業活動

公平公正な取引・責任ある生産形態・ワクワクを創造

フジシールグループ　サステナブル調達フロー

人権の尊重

環境配慮

労働安全衛生

社会貢献

企業の社会的責任

Quality

Cost

Delivery

Flexibility

Safety

製品・サービス

フジシール
グループ

取引先の
皆様

https://www.fujiseal.com/jp/csr/pdf/partner.pdf
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フジシールグループが取引先の皆様へ求める協力

「FSG 倫理綱領」並びに「取引先の皆様へのお願い（グループサプライヤー行動方針）」の柱に沿って立てられたより具体的な基準を
「フジシールグループサステナブル調達ガイドブック」に取り纏め、取引先の皆様へ共有し、共にサステナビリティ活動を推進してい
ます。取引先の皆様にも社会的責任を果たしていただくために、基本取引契約では取引先の皆様へのお願い（グループサプライヤー行
動方針）のご賛同を求めています。そして各取り組み内容のヒアリングと、ニーズに応じて同ガイドブックを実践する上でのサポート
を目的として、年に1度の頻度でサステナブル調達アンケートを実施しています。また定期的に実地やWEB監査を実施し、より密度の
濃いコミュニケーションを通じて、責任ある生産形態を果たしていきます。

労働安全衛生 社会貢献

人権 情報セキュリティ

サステナビリティ体制 製品の安全

公正取引・倫理 調達

サプライヤー
行動方針の賛同

サステナブル
調達アンケート 監査

サステナビリティ項目

フジシールグループが求める協力

フジシール
グループ

取引先の
皆様



フジシールグループ
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フジシールグループサステナブル調達アンケート実施について

フジシールグループのサステナブル調達アンケートは、グループサステナビリティ委員会が中心となって毎年見直しを行います。
既存取引先の皆様には年に1度実施をさせて頂き、新規取引先においては初回取引開始時に実施をさせて頂きます。年に1度のアン
ケートは、グループ全事業・リージョンが一斉に活動を実施します。複数のリージョンで取引があるグローバルサプライヤーにおいても、
調達元の各リージョンごとにアンケートを実施します。

グループサステナビリティ委員会
（フジシールインターナショナル）

PS事業（受託包装）

機械事業

ソフトパウチ事業

タックラベル事業

シュリンクラベル事業

欧州
リージョン

ASEAN
リージョン

日本
リージョン

米州
リージョン

欧州 ASEAN日本 米州

取引先の皆様
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取引先の皆様へのお願い（グループサプライヤー行動方針）❶

フジシールグループ（以下FSG）は、「持続可能な社会の実現に貢献する会社」であり続けるため、「FSG倫理綱領」に基づいて事業活動
を行っています。そして、FSGは公平・公正を基本とし相互の信頼関係と研鑽により、取引先の皆様とワクワクをともに創造します。
取引先の皆様には、本方針の趣旨をご理解・ご賛同いただき、私たちFSGとともに、本方針を遵守いただきますよう、お願いいたします。

第1章　コンプライアンス

第2章　人権
１．人権の尊重
２．雇用における機会均等
３．強制労働・児童労働の禁止
４．健全な雇用・労働
５．職場環境
６．ダイバーシティ経営・人事制度

第５章　環境
１．マネジメント
２．資源利用
３．温室効果ガス
４．法令遵守
５．水
６．廃棄物・有害物質・
　　地域公害・汚染
７．開発
８．生物多様性
９．原材料
10．情報開示

第６章　公正取引
１．公正競争
２．贈答・接待
３．反社会的勢力の排除

第７章　地域社会との関係

第8章　情報・資産の管理及び記録保持
１．個人情報
２．知的財産
３．機密情報第３章　安全衛生

１．安全衛生の確保
２．法令遵守
３．健康増進

第４章　品質
１．商品・サービスの安全

対象範囲 本方針は、FSGの取引先、製造協力先その他請負事業者の皆様が対象となります。
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取引先の皆様へのお願い（グループサプライヤー行動方針）❷

制定2021年1月15日

本方針は、法令その他社会的要請の変化を受けて、定期的に見直し、最新の内容を当社HPに掲載します。
また、本方針の遵守状況や取組について、アンケート調査など取引先・製造協力先その他請負事業者の皆様にご協力をお願いする場合がございま
すが、ご理解をお願いいたします。また、皆様の取引先様へも本方針遵守の推進をお願いいたします。

おわりに

FSGの行為についてコンプライアンス上疑義がある場合、取引先、製造協力先その他請負事業者の皆様は、それぞれFSGの各リージョンが設置す
る相談窓口（相談ホットライン）に対して、報告や相談をすることができます。この場合において報告や相談をした取引先、製造協力先その他請負
事業者の皆様の匿名性は保持され、相談内容の秘密保持が徹底され、通報者の不利益な取り扱いは禁止されています。

相談ホットライン

グループサプライヤー行動方針 URL https://www.fujiseal.com/jp/csr/pdf/partner.pdf
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グループ化学物質管理方針

フジシールグループ（以下 FSG）は、「包んで＜価値＞を日々新たなこころで＜創造＞します。」を経営理念に掲げ、「FSG 倫理綱領」に
おいて、事業活動を行う各国・地域のあらゆる適用法令、規則を遵守し、誠実かつ倫理的に事業活動を行うこと（コンプライアンス）を
基本方針としています。この方針を具体的に実践する事業活動の一環として、本方針を定めています。

※上記方針に基づき、化学物質の情報開示を取引先の皆様にお願いすることがございます。
　何卒ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたます。

制定 2021年11月9日

第1条（法令・社会規範の遵守）

第2条（化学物質管理）

第3条（製品への責任）

第4条（労働安全衛生への責任）

第5条（企業の社会的責任）

グループ化学物質管理方針

URL https://www.fujiseal.com/jp/csr/pdf/group-chemical-substances-management-policy.pdf
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補足資料/フジシールグループの環境の取り組み

フジシールグループでは、以下主要環境課題の解決に向け、製造における環境負荷低減への取り組みを土台に、環境配慮型製品の
開発・供給に重きを置く環境ビジョンを持っています。2021年度からの新中期経営計画では2025年の目標達成に向け、新しい
環境目標を定めました。目標達成に向けて取り組んで参りますので、取引先の皆様のご支援・
ご協力何卒よろしくお願いいたます。

環境に配慮した原料調達に努めています。
再生材使用を進めるとともに、
再資源化取り組みも強化しています。
環境材料・取り組み
ご提案よろしくお願いします。

 サプライチェーン 全体での 温室効果 ガス
（GHG）排出量の算定を行います。
弊社への供給に関連する
取引先（御社）におけるGHG排出量が
弊社でのGHG排出量としてカウントされます。
低炭素材料使用の検討のほか、
以下についてもご協力よろしくお願いします。
①製造工程での排出削減
②輸送時（原料調達＆製品発送）排出削減

再資源化取り組みの一貫で弊社廃材を活用い
ただけるようでしたらご提案お願いします。

法令変更等に伴い、材料中に
管理・排除が必要となる化学物質がある場合
は速やかにご連絡ください。

社会貢献度

未来

省エネ機械の展開
植物・再生素材使用
効率的な輸送方式

容器３R
サポート

薄肉化
システム

再生可能
設計

価値をまもる

価値を創造する
環境配慮型製品

の供給

持続的な成長

● 資源(原料・エネルギー )利用・廃棄削減　
● 大気・水質・土壌汚染防止

現在

3R

CO₂削減環 境 課 題

気候変動

海洋プラスチック問題
(生物多様性の保護）

資源枯渇

対応する具体的な目標設定
（目標年：2025年）

 価値を創造する 
環境配慮型製品の供給に関して
■ 環境配慮型製品売上 100％

● 再生可能設計製品売上 50％
● 再生材使用製品売上 20%
● GHG排出量Scope3削減 モニター開始

 価値をまもる 
製造での環境負荷低減に関して
■ GHG排出量Scope1/2削減 6％
（売上高原単位・2017年対比）

■ 有効利用されない廃棄物削減 10％　
（売上高原単位・2017年対比）

■ 大気・水質・土壌自主基準達成 100%

※GHG(温室効果ガス)排出関連の目標年：2023年
※段階的に目標を引き上げ、2050年ネットゼロを目指します。

取引先の皆様へのお願い
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補足資料/フジシールグループESGサーベイの取り組み

引き続きESGに関する情報開示を進めると共に、更なる取り組みの強化により、スコアアップを目指しています。

ESGサーベイの評価

ESG指数の構成銘柄に選定

2019年より日本株女性活躍指数(WIN）

2021年にSOMPOサステナビリティ・インデックス

2021年にシルバーメダルを獲得

カーボンエフィシエント指数の十分位数が改善
情報開示ステータスも非開示から「開示」に変更

2021年にBlossom Japan指数

7.86
（2021年6月）

138.7
（2021年6月）

54
（2021年6月）

第2分位
（2021年6月）

3.4
（2021年6月）

MSCI

SOMPO

EcoVadis

Ｓ＆Ｐ

FTSE

ESGサーベイの評価向上

今 年

5.42
（2019年12月）

114.7
　

44
　

第5分位
　

1.3
　

昨年
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2021年7月8日、フジシールグループは、金融安定理事会により設置さ
れた「気候関連財務情報開示 タスクフォース（TCFD）」が2017年6月
に行った提言への賛同を表明しました。

●

昨年度より、TCFD提言に沿って、気候変動に関連する事業リスクやビジネス機会に
ついてホームページでの情報開示を開始いたしました。今後も、低炭素社会への移行
に向け、経営戦略への反映を行うとともに、さらなる情報開示を進め、企業価値向上
に努めていきます。

●

補足資料/フジシールグループ UNGC参加・TCFD賛同表明

■気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への賛同

フジシールグループ（以下FSG）は、国連が提唱する「グローバル・コンパクト（UNGC）」
の理念に賛同し、2021年7月23日に署名しました。UNGCは、世界中の企業・団体に
対し、影響力のおよぶ範囲内で、人権、労働、環境、腐敗防止に関する国際的規範を
支持し実践するよう促しています。

●

FSGは、「持続可能な社会の実現への貢献」をめざす事業会社として、UNGCの原則に
賛同し、FSG倫理綱領とUNGCの10原則に則った活動を推進していきます。

●

■国連グローバル・コンパクト（UNGC）への参加




